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NTTデータの社内ベンチャー制度から事業スタート

東京都港区に株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマートとして独立

東京証券取引所マザーズ市場に上場

株式会社イントラマート・シー・エス・アイを設立

（現：株式会社ＮＴＴデータ・イントラマートＣＳＩ）

NTTデータイントラマートソフトウェア系統（上海）有限公司を設立

香港事務所開設
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株式会社NTTデータイントラマート

〒107-0052　東京都港区赤坂四丁目15番1号 赤坂ガーデンシティ5階

中山　義人（代表取締役社長）

2000年2月22日

7億3,875万円

99名（連結223名）

Webシステム基盤を構築するためのパッケージソフトウェア“intra-mar t”の開発、

パートナーを通じての販売、導入、サービス・コンサルティングの提供。

会 社 名

所 在 地

代 表 者

設 立

資 本 金

社 員 数

事 業 内 容

Company History

Company Pro�le

お客様の全社共通プラットフォームの“システム共通基盤”として

提供することで、お客様のIT投資の効率化と業績向上に貢献します。

Company Vision

これまでに国内外企業4,000社以上に導入され、

セールス認定パートナー100社、開発認定パートナー100社に。

※2015年3月現在
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「 intra-mart 」の導入実績 「intra-mart」の製品ラインナップ

コラボレーション
日常業務に欠かすことのできない、グループウェア基本機能に
加え、最新情報を即座にキャッチできるソーシャル機能も
備わっています。複数メンバーで行う業務に特に利便性を発
揮し、社内だけでなく、取引先・お客様とも効率的に仕事を進める
ことができます。

システム共通基盤「intra-mart」には、システム開発に必要なさまざまな機能部品の他、業務をスムーズに処理する

ワークフロー、部門・システム間をまたがる複雑なビジネスフロー、業務パフォーマンスの測定など、業務を支える機能が

搭載されています。さらに、このシステム共通基盤上で動く業務アプリケーションとの組み合わせによって、統一データ・

統一ユーザインターフェースでシームレスかつ効率的な業務を遂行できビジネス加速を支援します。

独自の2000種類に及ぶAPIを用い、業務の特性に合わせて
カスタマイズが可能な拡張性に優れています。

規程・規約書類、機密文書細分に至るまでサポート可能な内部統
制、ISO運用などにも利用できます。

シンプルな申請から自社の状況に応じた複雑な申請処理まで、
従来手間のかかった経費申請を補助機能・外部連携を活用しな
がら簡単・スピーディに処理を実現させます。また、勤怠事務の
効率化と労務コンプライアンス強化も支援する、会計・人事・ITの
プロが作り上げたアプリケーションです。

システム共通基盤であるintra-martをベースとした、SOA・クラ
ウド対応型ERPパッケージです。 会計、販売、人事・給与などの基
幹系業務から、グループウェアやBI（ビジネスインテリジェンス）
などの情報系まで、全社規模の業務をカバーし、 全社員がご利用
できるアプリケーションをラインナップしています。

経費・旅費・勤怠管理

文書管理

ERP（基幹システム）

実行基盤や開発基盤を利用して、クラウド上でさまざまな
アプリケーションを構築できるエンタープライズ向けクラウド
サービスです。オンプレミスや外部クラウドとの連携によるハイ
ブリッドクラウドや、グループ企業での共同利用も可能です。

AWS上でintra-martを月額課金提供するクラウドサービス
です。誰でも簡単に「作れる」・「使える」機能・サービスが豊富
にラインナップ、お客様のクラウド移行を短期・低コストで
サポートします。

エンタープライズ向け
クラウドサービス

中小企業向け
クラウドサービス

赤城乳業様

申請・承認ワークフローから複雑な業務プロセスまでシームレスに対応

ビジネスに貢献できるシステム共通基盤／PaaS

アジャイル開発・システム共通基盤 クラウド／ソーシャル／モバイル

情報系から基幹系まで幅広いアプリケーションの提供

豊富なアプリケーション／社内外とのコラボレーション 情報系～基幹系のシステム統合化

ワークフロー 業務プロセス管理／システム統合

三菱総合研究所様

基幹業務から現場業務まで、

「堅牢性」「俊敏性」を備えた

システム共通基盤として採用し、

ものづくりから販売、それを

支える業務プロセスをサポート。

グローバルでのガバナンスを

効かせる重要な役割を担う。

・ 東洋鋼鈑様
・ トヨタアドミニスタグループ様
・ メタウォーター様

ヤマハ様

「in t r a -ma r t＋皆伝！」で

SAPフロントシステムを構築。

経費旅費の効率よい現場入力

ワークフローと、戦略的な経費

予実管理を実現して、全社員の

コスト意識向上に成功。

・ 日立マネジメントパートナー様
・ ハウス食品様
・ バンダイナムコホールディングス様

intra-mart Accel Platform

で知識共有システムを構築。

グループウェア、文書管理、

ワークフローをポータルで統合

してコミュニケーションスタ

イル、ワークスタイル改革を

目指す。

・ 中日新聞様
・ ニコン様
・ 住友商事様

14年間使い続けた基幹シス

テムをintra-mar t基盤ERP

「Biz∫」へリプレース。「Speed」

を重視した経営方針に「Biz∫」

がマッチし、最小限のカスタ

マイズでプロジェクト成功

へと導いた。

・ ユーピーアール様
・ NTTデータ様 （グループ会計 シェアードサービス）

ビルダー、調査会社を結ぶ業務

プロセスを確立して、地盤業界

を変革する原動力となる業務

共有システムを構築。卓越した

ビジネスモデルをさらに磨き

をかける。

・ サンゲツ様
・ NTTコミュニケーションズ様
・ 千葉工業大学様

グループ全システムをアマ

ゾン・クラウド「AWS」へ移行。

intra-martシステムはわずか

3日でAWS 移行に成功。AWS

とオープンなP a a S 基盤は、

俊敏なビジネスを支えるベスト

な組み合わせだ。

・ あきんどスシロー様
・ 全国試験運営センター様
・ AGCロジスティクス様

アンデルセンサービス様

地盤ネット様

USEN様

＋

＋

＋

＋

ワークフロー／BPM

ルールエンジン BAM

システム統合

＋

ポータル／
SSO

DB参照／
レポート
自動作成

SNS

アクセス
セキュリティ

全文検索
エンジン

ERP接続

モバイル
アクセス帳票印刷

BI

マルチ
テナント

リッチ
クライアント

アプリ
ケーション
共通マスタ

intra-mart Accel Platform

intra-mart Accel Application Suite

クラウドサービス

05 06



intra-mart Concept Bookintra-mart Concept Book

「 intra-mart 」の導入効果

集約により効率的な
IT投資を実現
社内にさまざまな技術が乱立し、要員の

スキルが追いつかないことで、開発・運用・

保守の負荷が高くなり、標準化も進まない

という悪循環に陥っている企業も数

多く存在しています。これらの場合、シス

テム基盤の共通化と全体を最適化する

ことで、コスト削減と標準化を両立できる

ようになります。

業務プロセスの最適化と
付加価値向上
BPM／ワークフロー／ルールエンジン

により、既存システムと連携しながら

業務の流れをワンストップで一元管理

し、自動化・効率化も進めるとともに

内部統制を強化します。また、グループ

ウェア機能をはじめ、ポータル・ソーシャル

機能も備わっており、顧客や取引先との

情報連携を円滑にします。

アジャイル開発を
可能にするPaaS基盤
複雑化するアプリケーションを迅速に

開発することは、企業の大きな課題に

なっています。i n t r a - m a r t なら、

アジャイルで短期間にユーザビリティの

高いシステムを開発できるだけでなく、

開発したシステムをグループ企業全体で

共同利用でき、PaaS基盤としても力を

発揮します。

基幹システム（ERP／汎用機） 

ばらばらに構築されていた業務システム

システム共通基盤の上に業務システムを統一

ワーク
フロー

メール
文書管理 業務支援 販　売

会　計

グループ
ウェア

ワーク
フロー

文書管理 メール 業務支援 グループ
ウェア

intra-mart Accel Platform

システム 共 通 基 盤

ポータル

Cloud OnPremise

統一したアーキテクチャー
統一したインターフェース
既存システムとの柔軟な連携

基
幹
シ
ス
テ
ム

営
業
支
援
シ
ス
テ
ム

見積依頼 見積送付

A社

B社

C社

社内

案件管理

原価管理システム 販売管理システム

見　積 受　注

「 intra-mart 」の特長

ビジネスに貢献できる
システム共通基盤／PaaS

［ アジャイル開発・システム共通基盤 ］
フレームワーク上に用意されているAPIコンポーネント群を組み合わせながら、

複雑で大規模なWebシステムでも、短期間かつ高品質に構築できます。ツールを

活用したノンコーディングのアジャイル開発から本格的なプログラミングの

開発まで、ニーズに合わせた開発が可能です。また、ソースコードも公開されて

いるので、自社独自の機能拡張フレームワークに発展させることができます。

［ クラウド／ソーシャル／モバイル ］
PaaSによるマルチテナント機能で、ひとつのアプリケーションを複数の会社で

共同利用することができます。このPaaS機能により、オンプレミスもクラウドも、

業務内容によって使い分ける「ハイブリッドクラウド」が構築できます。また、

スマートフォン・タブレットでもPCと同じ操作性で利用することができます。

申請・承認ワークフローから
複雑な業務プロセスまで
シームレスに対応

［ ワークフロー市場でNo.1実績 ］
長年に渡りお客様のご要望を反映しながら機能改良を重ね、企業が求める

多様なニーズを網羅した完成度の高いワークフローをご提供いたします。

ワークフロー単体の他製品とは違い、幅広い業務プロセス処理、既存システム

連携にも対応し、グローバル含めた全社規模の統一基盤としてご利用いた

だくことができます。

［ 業務プロセス管理／システム統合 ］
複雑なルールの管理、外部のERPシステムとの柔軟な接続など、ビジネス

プロセスと既存システムを統合して業務の流れを一元管理することで、

非効率なプロセスを洗い出しながら業務効率を向上させます。特にルール

エンジンの活用で煩雑な手作業も大幅に自動化できます。

情報系から基幹系まで幅広い
アプリケーションの提供

［ 豊富なアプリケーション／社内外とのコラボレーション ］

ユーザビリティの高いポータルやソーシャル機能により、社内はもちろん

顧客や取引先とのコミュニケーションを促進します。また、情報系から基幹系

までの各種アプリケーションは、同一基盤上で動作するため、統一したユーザ

インターフェースやスピーディで流れるような操作感、組み合わせてご利用いただく

ことで業務効率も上がり、ビジネスへの効果をもたらします。

［ 情報系～基幹系のシステム統合化 ］

SOA型の開発を可能にするERPモジュールによって、同一基盤上で基幹系システム

まで構築することができます。ポータル・グループウェアといった情報系シス

テムと会計・販売らの基幹システムの区別なく同一画面からアクセスできます。

マルチ
テナント

社外

業務プロセス

開始 申請／
処理開始

同期開始 同期終了 終了承認／
処理

承認／
処理

既存システム

承認／
処理開始

承認／
処理開始動きを設定するプロパティ

処理を部品化した画面アイテム。
ドラッグ＆ドロップで配置するだけ

入力アイテム
文字列、複数行文字列、数値、関数・・・

ボタンアイテム
次へ、戻る、登録 / 編集、一覧へ戻る・・・

共通マスタアイテム
ユーザ選択、組織選択、組織・役職選択、所属組織選択

WFアイテム
案件情報表示、処理履歴表示、印影表示・・・

汎用アイテム
採番、隠しパラメータ、スクリプトボタン（イベント）

装飾アイテム
見出し、横線、縦線、正方形 /長方形・・・

画面アイテム一覧

画面部品テンプレート
検索、住所入力、伝票登録・・・

SAP連携テンプレート
財務会計、管理会計、在庫 / 購買管理、販売管理

NEWテンプレート

intra-mart 提供コンポーネント パートナー提供アプリケーション

SNS、通知、スケジュール、お知らせ、文書管理… 購買、契約管理、勤怠、旅費…

アプリケーションの一機能を
パーツとして組み込むことができます。

ポータル

モバイル

SNS

会計

文書管理

販売

ワークフロー グループ
ウェア

Cloud / OnPremise

　
本
部

　
本
部

Office
365

Biz∫ SFDC SAP

A

B
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システム共通基盤が、企業競争力を変える。
これまで、企業におけるIT投資は社内業務の効率化や省力化に主眼が置かれたものでした。それが一巡した

今日、IT投資の狙いは「企業の競争力を高めるための活用」や「ビジネスへの直接的な貢献」へと移行しています。

企業を取り巻くステークホルダー、とくに最終接点である取引先や顧客とより密接なコミュニケーションを図り、新たな

商機をつくる。いま、ITは新しいビジネスモデルを創出するためには欠かせない「道具」として捉えられています。しかし

一方で、ビジネスのスピードにI Tがついていけないケースも多く、システムの成長を自社の成長につなぐ

ことができる「システム共通基盤」が注目されているのです。

企業内のIT環境を集約し、

同一のシステム基盤上で顧客からバックエンドまでを一気通貫でつないでいく。

intra-mar tにより、これまで以上にITがビジネスに貢献できるようになります。

グループ企業

ビジネス促進をサポートする領域

他企業連携

モバイル&センサー

顧客

顧客

Social
&

Col laborat ion

情報を一気通貫でつなげるシステム共通基盤／PaaS

ビジネス革新を支えるシステム共通基盤「 intra-mart 」

さまざまな環境に柔軟に
対応する「intra-mart」

int ra -mar tは、柔軟性のある開発環境や拡張性といったOpen性と、素早い開発や高い投資効率につながる

Easyさを備えています。

汎用的な技術（Java／JavaScr ipt）

ソースコード・ドキュメント公開

国内外100社以上のパートナー網Open（柔軟性／拡張性）
多数のAPI群でスピード開発

複雑なアプリケーションもノンプログラミング開発

付加価値のある豊富な業務ソリューションEasy（開発生産性）
&

■ビジネスオペレーション層

ワークフロー／BPMによって業務の

可視化と業務効率の改善・内部統制

強化を実現します。

■コンポーネント層

高い開発生産性を実現するJavaEE

フレームワークとともに、Webシス

テムの開発に必要な各種機能をコン

ポーネント化しています。

■アプリケーションサーバ層

オープンソースアプリケーションサーバ

（Re s i n）が標準同梱されており、

クラウドとオンプレミスの双方に

利用可能です。

これまでゼロから開発していた

複雑で大規模なWebシステム

でも、int ra -mar tのフレーム

ワーク上に用意されているコン

ポーネント群を利用すれば、既存

システムと連携させながら、

短期間かつ高品質にシステム

構築できます。

intra-mart
アプリケーション

シリーズ

メール
［クラウド型］［社内用］

Application Layer

Intra-mart Accel Platform

経費・旅費
勤怠

グループウェア

文書管理

Biz∫

Biz∫
販売／CRM

Biz∫
人事給与

Biz∫
会計

Biz∫
BI

個別業務開発
アプリケーション

Aシステム

Bシステム

パートナーズ・
ソリューション

Partner’s
Solution

Partner’s
Solution

開発支援ツール
（eBuilder/IM-
FormaDesigner）

Cloud
Computing

Cloud／
OnPremise

アプリケーションサーバ層

Resin
（オープンソースアプリケーションサーバ）

フレームワーク層

Seasar2／Spring／スクリプト開発
（JavaEEによるシステム開発を効率化する、フレームワークとDIコンテナ）

ビジネスオペレーション層

RuleEngine DataMapper BPM/WorkFlow
Designer

BPM/WorkFlow

BPM/WorkFlow
Engine

コンポーネント層

BI

SNS

リッチ
クライアント

アクセス
セキュリティ

マルチ
テナント

DB参照／
レポート
自動作成

ERP接続

帳票印刷

全文検索
エンジン

ポータル／
SSO

モバイル
アクセス

アプリ
ケーション
共通マスタ

E
S
B（
他
シ
ス
テ
ム
と
の
連
携
）

ERP

SCM

既存
システム

ビジネスプロセスの最適化・自動化・付加価値向上

企業競争力を
左右する領域
・ビジネス部門中心

・顧客との接点

・変化が多い

・俊敏性

基幹系IT

・財務管理

・人事給与

・販売管理

・生産管理

情報系IT

・グループウェア

・ワークフロー

・文書管理

・ポータル ・SFA
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